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子どもたちだけで小さなまちを作り、運営し
ます。子どもたちはしごとをしてまちの中で
使える仮想通貨「すいたん」を稼ぎ、その
「すいたん」を使って食事やゲーム・買い物
などができます。子どもたちだけで小さなま
ちを作る過程を通して、自ら考える力とコミ
ュニケーション能力を養ってもらいます。

参加費

募集人数

募集期間

申込方法

お問合わせ

場　所

1,000円

子ども店長 １００人（４年生～６年生）
子ども店員 2００人（３年生～６年生）

7/9(土)10時～7/16(土)10時

吹田青年会議所のホームページから、
所定事項を入力して、お申込みください。

ＴＥＬ.06-6386-1475
ＵＲＬ　http://www.suitajc.jp/

関西大学千里山キャンパス

対象 ： 吹田市の小学生

詳しくは 吹田青年会議所

講師の荒井先生

SaBICセンター長

商工会議所は地域企業の振興や地域の活性化に日夜努力しています。
でも具体的にどんな活動をしているのか知らないという人も少なくないのでは？
そんな商工会議所の活動を今月も紹介します！

吹田商工会議所 豊中商工会議所 箕面商工会議所

■当件に関するお問い合わせ・お申込み
　豊中商工会議所　中小企業相談所（電話：06-6845-8006）
　http://www.ooaana.or.jp/

■申込方法：吹田商工会議所ホームページ（http://suitacci.com/）
の新着情報から創業塾をクリックして、申込みフォームへアクセ
スしてください。締切は8月30日（火）です。

■お問合せ：吹田商工会議所　SaBIC（06-6330-5588）まで。

平成28年度 吹田商工会議所 創業塾
「起業する生き方」を学んでみませんか！
～創業から創業後まで徹底サポート！～

これから創業しようという方にも
　「私とわが社の『すごいやん！』
　  発見3日間講座」開催！

店主が教えて　あなたが学ぶ
「みのおのまち商学校」を開催します！

◆開 催 日：平成28年9月3日・10日・17日・24日・10月1日（土曜日5日連続）
◆開催時間：午前9時30分～午後4時30分
◆会　　場：吹田商工会議所　大会議室
　　　　　 （阪急吹田駅西出口徒歩1分）
◆内　　容：創業を成功させる心構え・マーケティ

　　　　  ングと営業手法・販売促進手法・税
　　　　  務会計の知識・事業計画策定など

◆受 講 料：5,000円
◆定　　員：40名（定員になり次第、締め切り）

自分だけじゃわからないあなたの「強み」「ウリ」「軸」を、「いい会社カード」「持
ち味カード」など様 な々ツールを使って探します。他の受講者の皆さんとワイワ
イガヤガヤワークをしながら、あなたと御社の「すごいやん！」を探す３日間です。

◆日　時：7/5（火）、7/19（火）、7/27（水）14時00分～17時00分
◆対　象：近い将来創業を予定している方、および現在事業を営む経営者、

従業員等
◆会　場：豊中商工会議所 会議室（豊中市岡町北

1-1-2／阪急岡町駅下車すぐ）
◆講　師：オフィスA Plan 代表／入り口アドバイ

ザー 荒井 知恵さん
◆参加費：豊中・箕面・池田商工会議所会員 

6,000円　　一般 12,000円
　　　　 ※参加費には消費税、「いい会社カード」代金を含みます。

　”まちゼミ”とは、市内各店舗の店主が講師となり、プロならではの
専門的な知識や情報、コツを無料でお客様にお伝えする少人数制
のゼミです。

■開催期間
　平成28年7月20日(水）～8月31日（水）
　開催内容の詳細は7月15日頃より箕面商工会議所HPで
　ご確認ください。

オススメ！

■本件に関するお問い合わせ
　箕面商工会議所　TEL072-721-1300
　http://www.minohcci.or.jp
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パ ア

詳細は下記に記載

パ 正

介護で15年の実績。介護職員初任
者研修資格を当社講座で取得すれ
ば自己負担実質ゼロ、他社講座でも
最大65000円分を負担します！

　職員が「介護の仕事をしてよかった」と思えるよう、きちんとした
職場環境を整えています。夜勤回数や残業は無理なく、有休も
しっかり消化可能。マニュアルもしっかりしていますので、自分の
求める介護の仕事を目指せます！

働きやすい環境で自分の求める介護の仕事を
無資格の方には安心の資格取得支援制度あり

大阪市淀川区西宮原2-1-3  SORA新大阪21
受／9時～18時　無休

㈱ベネッセスタイルケア

20120-55-6651
【広告コード：CL0003】
http://saiyo.benesse-style-care.co.jp

【求人概要】（A）介護福祉士 （B）初任者研修

介護スタッフ（①常勤②非常勤③夜勤専任）

[就業場所]
・メディカルホームくらら豊中（豊中市）
・メディカルホームくらら桃山台（豊中市）
・メディカルホームくらら箕面小野原（箕面市）
※全国290ヶ所以上、他にも複数施設あり

給（A）月給220,000円～（B）月給204,500円～ 
時 24hシフト制（早・日・遅・夜勤）、4週8休制

①常勤
　（正社員）

給（A）時給1,090円～（B）時給990円～
時 7～21時の間で実働7.5hのシフト制（早・日・遅番）、週2～5日

②非常勤
　（パート）

給（A）1回16h 22,440円～（B） 1回16h 20,840円～
時 実働16h（例：16時半～、17時～）、週1～2回

仕 ご入居者様の介護・生活支援 資 介護職員初任者研修（旧ホームヘル
パー2級）以上 待 昇給、有給休暇、交通費規定内支給、残業手当、ケアマ
ネ資格手当ほか、①は左記に加えて賞与、前後期休暇、社会保険完備、共
済会(福利厚生)、退職金制度ほか

②夜勤専任
　（パート）

職 職種 待 待遇 時 時間 地 勤務地 資 資格 給 給料 諸 諸条件

求人コーナーへの掲載お申し込み・お問い合わせは

206-6338-0640 「求人コーナー係」まで

『住みなれた街で働きたい』そんなアナタを待ってます！ 地元で働く女性のための求人サイト地元で働く女性のための求人サイト

http://machishigoto.
citylife-new.com/

毎月更新→

職撮影スタッフ・接客アシスタント時 9時～18時※時間・曜日応相談 週3日～勤務ok・勤
務は土日が中心となります。休火曜、第2水曜給時給900円～1000円待昇給有、服装
自由、自転車・バイクok※研修期間10日間（時給860円）資未経験者歓迎！丁寧に教えま
す！ヘアメイクや子どもが好きな方・笑顔を見るとハッピーになれる方歓迎

吹田市山田西1-1-11
フォトスタジオアミュ

全くの未経験から幸せづくりのプロへ。お客様が幸せになれる空間の演出をして下さい。

パ ア

206-6878-8809 担当／牧山

時給 900円～1000円
撮影スタッフ・接客アシスタントア パ

受付を中心に電話対応や来客対応をお願
いします。撮影時の準備や子どもの誘導、衣
装の着替えのお手伝いもお願いしますね。

職ホール、キッチン時 10時半～14時半、土日入れる方歓迎 給 860円～、昇給
有 待自転車、バイク通勤OK、交通費応相談 応まずは電話にてお問い合わせくだ
さい。

箕面市白島2-22-24
明石倶楽部

珍しいすっぽん料理のお店です。主婦の方も大歓迎！

パ ア

2090-3490-7739 担当／菅本

時給860円～
すっぽん専門店のホール・キッチンパ ア

難しい仕事は無く、簡単なキッチンの
お手伝いや、接客をお願いします。

職アパレル雑貨販売時正社員10時～20時の中でシフト制（実働8時間）、パート・アルバイ
ト応相談　※勤務日数も相談に応じます。待昇給・昇与有り・交通費支給（月額2万円ま
で）・社会保険完備・産前産後休暇制度（実績有）・育児休暇（実績有）・リフレッシュ休暇制
度・社員割引有・服装自由応まずはお電話ください。（他エリアの勤務も有り。ご相談ください）

豊中市新千里東町 1-5-1
レ・キャトルサンク千里阪急店

主婦の方も歓迎！キッズセレクトショップでご活躍ください。

206-6281-1117 担当／株式会社ノーザンスカイ 福留

アパレル雑貨販売正 パ ア 北大阪急行 
千里中央駅 徒歩3分

20～40代までの女性
が多く活躍しております。

時給 正 17万円～ パ ア 時給1,000円～

有限会社 ハルトデザイン  受／10時～19時　木曜・祝日定休　箕面市西宿1-1-5　2072-796-7701　担当／鼻戸

職事務所での車のアクセサリーに関する簡単なお仕事です。（リングパーツなどの両面
テープ貼やスワロフスキーなどの取付など）時 10時～16時の間3～4時間 時間相談
可。資細かい作業が好きな方、40代までの女性の方中心に活躍中です。応気軽にま
ずはお電話ください。 ※同時、男女正社員募集！！

時給900円～
座って出来る簡単なお仕事です。パ ア

時給900円～
②〈欠員募集〉ネットショップ運営事務スタッフパ ア

女性の多い職場で働きやす
い環境です。得意のネットを
活かしてお仕事しませんか！

冷暖房完備の快適な職場です。カー用品小物のパッケージ
ングやデコレーションなど内容は簡単！明るい和気あいあいと
した職場です。

職ネットショップ管理（楽天・Yahoo!
など）及び出荷業務時 10時～15時 ※週４以上勤務できる方
待自動車通勤可資イラストレーター・フォトショップさわれる方、
経験者優遇応まずはお電話ください  

CityLife フリーランス（外部スタッフ）

ライター募集
【取材エリア】 主に神戸から阪神間、
　　　　　　　大阪北摂エリアまで

【応 募 資 格】 高卒以上20歳～50歳位まで
　　　　　　　募集職種の経験が3年以上ある方 http://company.citylife-new.com/c238.html

「教育」に強みを持つ方は特に大歓迎
編集・ディレクションできる方歓迎

【応募方法】 
シティライフweb採用応募
フォームから応募して下さい。

毎週火曜日  20分限りの

タイムサービス実施中！
●11：00～11：20　青果コーナー全品2割引セール
●11：00～11：20　魚コーナー全品2割引セール

年中無休

まねき屋亥子谷店
吹田市山田西1-13-1 106-6875-1122

阪急曽根店

豊中市曽根東町3丁目1-1　ティオ阪急曽根1F
KOHYO 阪急曽根店 106-6842-5040SUPER

MARKET

※メンバーさん・アルバイトさん募集中です。
　水産部･レジ、その他のお仕事も募集中です。まずはお電話下さい。

　　　　　　 感謝デー！！

●毎月15日 GG感謝デー！！

スタッフ大募集

106-6846-8001
シェフカワカミ 桜塚店
豊中市南桜塚3丁目6-27

〈種別〉パート募集
〈作業〉事務・レジ・惣菜 など
〈時間〉7：00～20：00
　　　（週20時間以内）

●パート
時給／870円
　　～900円
各部門
まずはお気軽に
お電話ください。

コープ東豊中
豊中市東豊中町4丁目3番13号 106-6848-2561

月掛金は1,000円から
家族みんなの
基本の保障 《たすけあい》

コープ共済

CO・OP《たすけあい》はその名のとおり、組合員同士の
助け合いの気持ちが形になった共済です。生協だから
こそできる、組合員のくらしにやさしい安心の保障です。

●7/20（水）
●7/30（土）

魚漁市

7/30
（土） 土用丑 お客様感謝デー

夏の北海道特集
KOHYO夏祭り

KOHYO 山田店SUPER
MARKET

吹田市山田西4丁目1-2-101
206-4863-5040

山田店
阪急山田駅

デュー阪急山田1F

7/9（土）
   10（日）

7/2（土）
   3（日）

7/16（土）
   17（日）

お客様感謝デー7/20
（木）

千　里　店　豊中市新千里南町2-6-12
蛍　池　店　豊中市螢池中町２-４-１７
桜の町店　豊中市桜の町3-5-8
山　下　店　川西市見野2-24-11
茨 木　店　茨木市元町8-1
石 橋 店  池田市豊島北2-4-6

106-6872-8739
106-6843-0589
106-6151-2224
1072-795-1552
1072-665-4567
1072-761-7777

毎日 安い !


